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教授就任挨拶

小児歯科学講座　　

有田　憲司

　日本小児歯科学会近畿地方会会員の皆様にご挨拶申し上げます。私は、平成23年10月　1　日付で

大阪歯科大学小児歯科学講座の第　3　代主任教授を拝命し、近畿地方会会員に加えていただくこと

になりました。よろしくお願い申し上げます。

　さて、私は昭和59年大阪歯科大学大学院（稗田豊治教授）を修了後、徳島大学小児歯科学講座

（西野瑞穂教授）に就職し、昭和60年講師、その後助教授・准教授を20年間務めました。幾分か

の業績を残し徳島大学には貢献できたかなと自分の人生を振り返っていた矢先、想像にもしなかっ

た母校への就職が、それも創立100周年の記念すべき年に実現することになり、運命的な何かを感

じずにはいられません。さらに、昭和57年11月の第　1　回大会から　2　年間大学院生として近畿地方

会に所属していました。28年後の第30回記念大会に再び近畿地方会の会員に復帰したことは、こ

れもまた運命を感じます。

　運命的な導きにより、こうしてお世話になった大阪歯科大学小児歯科学講座と近畿地方会に恩

返しできる機会ができました。私の役割は、新しい風を吹かすことであると勝手に思い込んでい

ます。日本小児歯科学会も50年を経過し、小児歯科臨床の新しいビジョンを作ることが契緊の課

題となっています。私は、従来の齲蝕の予防と治療中心の小児歯科から、咬合誘導治療、小児口

腔外科や外傷歯の処置、顎関節症の治療、摂食・嚥下機能の発達療法など広範囲な口腔疾病と口

腔機能障害を治療・訓練する小児歯科へとパラダイムシフトする必要があると考えています。ま

た、不登校、摂食障害など心理的問題を持つ患児や、軽度発達障害、自閉症など障害児の増加が

報告されており、シングルマザー、育児不安の強い母親、被 DV の母親も増えており、歯科治療

だけでなく子どもと母親の心理的ケアをも配慮することが重要になると考えています。

　一方、小児歯科学は小児を対象とした臨床歯科学すべてを包括した学問であり、発達生物学，

発達心理・行動科学および社会生理学など学際的研究が関係します。私は，これまでに歯の交換

に関する研究、行動科学に関する研究、小児齲蝕のフィールド研究、歯列・咬合の成長発育に関
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する研究などの研究を行ってきました。現在、最も力を入れているのは、臨床に直結した生体材

料学の研究で、新規アパタイトアイオノマーセメントの開発・商品化と、プラズマイオン注入法

を応用した口腔内装置（床、乳歯冠、矯正線など）の表面改質による抗菌性および歯垢付着抑制

効果の付与に関する研究で、歯科医療に“Smart materials”を普及させイノベーションを興すこ

とを目指しています。

　最後に、28年ぶりに近畿地方会に帰ってきた浦島太郎状態の浅学・菲才な私ですが、近畿地方

会益々の発展のために尽力する所存ですので、本会員の皆様のご指導とご支援をよろしくお願い

申し上げます。

略　歴

1980年　3　月　大阪歯科大学卒業

1984年　3　月　大阪歯科大学大学院修了　

1984年　3　月　徳島大学附属病院医員

1984年　7　月　徳島大学助手

1985年　4　月　徳島大学歯学部附属病院講師

1989年～1991年　米国 Baylor 大学（現 Texas A&M大学）歯学部客員研究員

1991年11月　徳島大学歯学部助教授

2004年　4　月　徳島大学大学院助教授

2007年　4　月　徳島大学大学院准教授

2011年10月　大阪歯科大学主任教授

2011年12月　大阪歯科大学大学院教授

現在に至る
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日本小児歯科学会近畿地方会会長に就任して

日本小児歯科学会近畿地方会会長　　

樂木　正実

　この度、平成24年度～26年度の日本小児歯科学会近畿地方会会長を務める事になりました。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

　私は大阪府立急性期・総合医療センター障がい者歯科に勤務していますが、障がい児でも小児

歯科の戦略は有効です。低年齢から適切に管理することで、成人になった時のう蝕の発生を減ら

すことが可能です。こどもの成長発育を考慮することができる小児歯科医は、社会に必要な存在

と考えてます。

　さて、近畿の大学の小児歯科においては、昨年は大阪歯科大学に有田憲司教授が就任され、今

年は大阪大学の大嶋隆教授が退職されるなど、世代交代の時期を迎えています。近畿地方会でも、

新しい世代を増やすために専門医指導医の先生に打診するなどして、今期は10名の新幹事を迎え

ることができました。しかしながら、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県の幹事は少ない状態が

続いています。次期の平成27年度からは幹事として会の運営に参加していただける先生がさらに

増えるよう、今後とも会員の皆様のご協力をお願いいたします。

　近畿地方会では、時代に合わせて近畿地方会会則の改正を検討しています。また、大会開催地

の選出方法についても検討する予定です。

　昨年は第30回の記念大会を行うことができましたが、次の10年に向けて春木隆伸先生を大会長

として明石市で第31回近畿地方会大会が開催されます。今年も大勢の皆さまとお会いできること

を楽しみにしています。

平成24年度　こども健康週間県別代表者

府　県　名
大 阪 府

兵 庫 県

京 都 府
奈 良 県

和 歌 山 県

滋 賀 県

代表者名
梶本祐一郎 先生

春木　�伸 先生

笹井　浩司 先生
仲川　憲幸 先生

金尾　好章 先生

池本　博之 先生
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第31回日本小児歯科学会近畿地方会大会及び総会のお知らせ

第31回近畿地方会実行委員　

　10月14日（日）に、明石で第31回日本小児歯科学会近畿地方会大会及び総会を開催いたし

ます。「未来に向かって」と題し、小児歯科、しいては子ども達の、輝く未来を創造できるよ

う、17名の実行委員一丸となって明るく楽しい学会にしたいと準備を進めてまいりました。

このニューズレター11号に同封の抄録をご覧いただくと、特別講演、シンポジウム、コ・デ

ンタルセミナー、35題のポスター発表と、盛り沢山な内容になっています。スタッフの方も

ご一緒に、是非明石まで足を運んでいただければと思います。大阪から明石まで JR 神戸線

新快速なら37分で着きます。明石大橋、天文科学館、明石城、と付近の見所もいっぱいで

す。また、明石焼き（地元では玉子焼き）や、明石海峡の新鮮な海の祥も豊富な明石へ、実

行委員一同、皆様のお越しをお待ちしております。
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こうべ市歯科センター

神戸市立医療センター神戸西市民病院
歯科口腔外科

公益財団法人　尼崎口腔衛生センター

西宮歯科総合福祉センター

伊丹市口腔保健センター

川西市ふれあい歯科診療所

宝塚市立口腔保健センター

明石市立休日歯科急病センター
兼障害者等歯科診療所

芦屋市保健センター
（芦屋市保健福祉センター　3　階）

加古川歯科保健センター

社団法人　姫路市歯科医師会
口腔保健センター

一般社団法人　相生・赤穂市郡歯科医師
会付属歯科診療所

南光歯科保健センター

社団法人　洲本市歯科医師会立
身体障害者歯科診療所

医 療 機 関 名

障害児の診療を行っている歯科センター一覧

■兵庫県

診療日（時間） 所在地（TEL/FAX）
〒653-0042

神戸市長田区二葉町5丁目1番1-201号
アスタくにづか5番館2階
TEL 078-612-8020/FAX 078-612-8021

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地
TEL 078-576-5251/FAX 078-576-5358

〒661-0033

尼崎市南武庫之荘3丁目24-5

TEL 06-6436-3005/FAX 06-6436-3006

〒663-8151

西宮市甲子園洲鳥町3-8

TEL 0798-41-2031/FAX 0798-40-0514

〒664-0015

伊丹市昆陽池1-40

TEL 072-783-0078

〒666-0017

川西市火打1-1-7　ふれあいプラザ1F

TEL 072-758-7388

〒665-0827

宝塚市小浜2-1-30

TEL 0797-84-0118

〒673-0037

明石市貴崎1-5-13

TEL 078-918-5664/FAX 078-918-5665

〒659-0051

芦屋市呉川町14番9号
TEL 0797-31-1586/FAX 0797-31-1018

〒675-0053

加古川市米田町船頭5-1

TEL 079-431-6060/FAX 079-431-6484

〒670-0955

姫路市安田3-107

TEL 079-288-5896

〒678-0232

赤穂市中広267　赤穂市総合福祉会館1階
TEL 0791-45-2588

〒679-5211

佐用郡佐用町下徳久1005-1

TEL 0790-78-1180

〒656-0027

洲本市港2-26

TEL 0799-22-3321

月～金
　9　時～　5　時

月～金
　8　時30分～11時

月・火・木
（月・火）　9　時～　5　時
（木曜）午後　1　時～　5　時

水・金
午後　1　時～　3　時

火・水・金
（火）午後　1　時～　3　時
（水・金）午前10時～12時
　　　　　午後　1　時～　3　時

水・金
午後　1　時～　4　時

水・木
午後　2　時～　4　時

水・木
午後　1　時～　4　時

木
午後　2　時～　4　時30分

水・木
午後　1　時～　5　時

水・木
午後　1　時～　4　時

火・木
午後　1　時～　4　時

木・金
（木曜）午前　8　時30分～

午後　5　時
（金曜）午前　8　時30分～

正午

水
午後　2　時～　5　時
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■大阪府

大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府歯科医師会附属
障害者歯科診療センター

子供の城療養クリニック 歯科

大阪府済生会中津病院

ボバース記念病院（歯科診療部）

大阪赤十字病院

社会福祉法人　愛徳福祉会
南大阪小児リハビリテーション病院

市立吹田市民病院

財団法人　豊中市医療保健センター診療
所

豊中市立保健センター
（豊中市立庄内保健センター）

財団法人　サンスター歯科保健振興財団
附属千里歯科診療所

財団法人　大阪府警察協会
北大阪警察病院

高槻市立口腔保健センター

枚方療育園　歯科

医 療 機 関 名 診療日（時間） 所在地（TEL/FAX）
〒558-8558

大阪市住吉区万代東3-1-56

TEL 06-6692-1201/FAX 06-6606-7000　
〒543-0033

大阪市天王寺区堂ケ芝1-3-27

TEL 06-6772-8887/FAX 06-6774-0488

〒532-0011

大阪市淀川区西中島5-6-6

公文教育会館６階
TEL 06-6304-5663（歯科専用）
FAX 06-6304-5664

〒530-0012

大阪市北区芝田2-10-39

TEL 06-6372-0333/FAX 06-6372-0339

〒536-0023

大阪市城東区東中浜1-6-5

TEL 06-6962-3131・06-6965-6489

FAX 06-6962-8064

〒543-8555

大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30

TEL 06-6774-5111/FAX 06-6774-5131

〒546-0035

大阪市東住吉区山坂5-11-21

TEL 06-6699-8735（歯科直通）
FAX 06-6699-8134

〒564-0082

吹田市片山町2-13-20

TEL 06-6387-3311/FAX 06-6380-5825

〒560-0012

豊中市上野坂2-6-1

TEL 06-6848-1661/FAX 06-6852-6635

〒561-0826

豊中市島江町1-3-14-101

TEL 06-6332-8555・06-6848-1661

FAX 06-6332-5588

〒560-0082

豊中市新千里東町1-1-3

よみうり文化センター２階
TEL 06-6834-1189/FAX 06-6834-1672

〒567-0052

茨木市室山1-2-2

TEL 072-643-6921/FAX 072-641-4604

〒569-0052

高槻市城東町5-1

TEL 072-661-9105/FAX 072-661-9288

〒573-0122

枚方市津田東町2-1-1

TEL 072-858-3981（歯科直通）
FAX 072-858-9521

月～金
　9　：00～16：00

火・木・土
14：00～16：00

月・火・木・金
　9　：00～16：00　矯正不可

月～木（土？）
　9　：00～12：00

月～金・第　2　土午前
月火水金　受付　8 　：3 0～
11：30、13：00～16：30

木曜は18：30まで
第　2　土　　8　：30～11：30

月・火・水・金
受付　8　：30～11：30

口腔外科的疾患に限る

月～金
　9　：30～16：30

月～金
13：00～15：30

火・木
14：00～16：00

水
14：00～16：00？
or 　9　：30～16：30？

月～土 or 月火水金土
受付　9　：00～12：00

　　14：00～17：00

月～土
受付　8　：30～11：30

火・木
14：00～16：00

月～金
（但し金曜は不定期)

10：00～12：00

13：30～16：00
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医 療 機 関 名 診療日（時間） 所在地（TEL/FAX）
〒573-1197

枚方市禁野本町2-13-13

（枚方市立保健センター内）
TEL 072-848-0841/FAX 072-848-0841

〒572-0036

寝屋川市池田西町28-22

TEL 072-838-1638/FAX 072-838-0428

〒570-0033

守口市大宮通1-13-7

（守口市民保健センター内）
TEL 06-6992-2223/FAX 06-6998-3762

〒571-0064

門真市御堂町14-1

TEL 06-6903-3110/fax ？
〒577-0065

東大阪市高井田中1-5-16

TEL 06-6783-1427/FAX 06-6783-6105

〒584-0082

富田林市向陽台1-3-21

TEL 0721-29-0836/FAX 0721-29-3916

〒586-0012

河内長野市菊水町2-13

河内長野市立休日急病診療所
TEL 0721-55-0301/FAX 072-155-0394

〒590-0801

堺市堺区大仙中町18-3

TEL 072-243-1904/FAX 072-243-3088

〒590-0801

堺市堺区大仙中町18-3

TEL 072-243-4488

〒597-0072

貝塚市畠中1-18-8

TEL 072-432-1453/FAX 072-432-1453

〒599-0202

阪南市下出17

TEL 072-471-3321/FAX 072-471-6543

枚方休日歯科急病診療所
障害者（児）歯科部

寝屋川市立保健福祉センター診療所

あおば歯科診療所

門真市保健福祉センター診療所
障がい者歯科

東大阪市立心身障害児通園施設内診療所

四天王寺和らぎ苑

南河内圏域障害児（者）歯科診療
（河内長野市立休日診療所）

堺市口腔保健センター附属
障害者歯科診療所

堺市重度障害者歯科診療所

貝塚市立休日急患診療所

阪南市立病院

木
13：00～17：00

木
13：00～17：00

水 or 水・木？、土
水　13：00～17：00

土　14：00～17：00

水
13：00～15：30

火曜午前、木曜午後
火　受付9：00～11：30

木　受付13：00～16：30

月・火・水・金
第１、３、５土曜

木
13：00～17：00

火・木
13：30～16：30

月～金
9：00～12：00

13：00～17：00

日
14：00～16：00

水
14：00～17：00

■京都府
医 療 機 関 名 診療日（時間） 所在地（TEL/FAX）

〒604-8415

京都府京都市中京区西ノ京栂尾町3-8

TEL 075-812-8493/FAX 075-812-8815

〒611-0021

京都府宇治市宇治下居13-2

宇治保健センター内
TEL 0774-39-9430/FAX 0774-39-9432

〒621-0081

京都府亀岡市大井町小金岐北浦37番地1

TEL 0771-23-0701

〒602-8566

京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶
井町465

TEL 075-251-5638/FAX 075-211-7093

社団法人京都府歯科医師会
京都歯科サービスセンター中央診療所

宇治市歯科サービスセンター

社会福祉法人花ノ木 重症心身障害児施設
花ノ木医療福祉センター

京都府立医科大学附属病院歯科

月～金
午前　9　時～午後　5　時15分

水
午後　1　時30分～　3　時30分
※TEL にて確認

月～金
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平成24年度　日本小児歯科学会のご案内
◆北日本地方会

第30回北日本地方会大会および総会

会　　期：平成24年10月20日（土）　9　：00～17：00

場　　所：岩手医科大学　創立60周年記念館　8　階研修室
〒020-8505　盛岡市内丸19-1

TEL：019-651-5111㈹
大 会 長：田中　光郎
準備委員長：齋藤　　亮
大会内容：　1　．特別講演

「北日本地方会の30年と未来」
　日本歯科大学東京短期大学学長　小口　春久先生

　2　．　8　道県からの発表
　演者：各道県代表

　3　．　7　大学小児歯科からの発表
　演者：各大学代表

　4　．市民公開講座
「思う力が現実になる」　　　　　鳩山　　幸氏

　5　．一般講演：すべて展示発表
　6　．専門医・認定医更新展示発表
　7　．総　　会
　8　．30周年記念祝賀会

連 絡 先：〒020-8505　岩手県盛岡市内丸19-1

岩手医科大学歯学部口腔保健育成学講座小児歯科学分野
TEL：019-651-5111（内線 4515）　FAX：019-653-1538

◆関東地方会

第27回関東地方会大会および総会

メインテーマ：「子どもたちの口腔を育てる」－これからの小児歯科の役割－
会　　期：平成24年10月21日（日）午前　8　時30分開場、午前　9　時開会
会　　場：昭和大学旗の台キャンパス（上條講堂，　4　・　5　号館）

東京都品川区旗の台1-5-8

大 会 長：野島　　洋
準備委員長：関口　五郎
大会内容：　1　．特別講演

「歯科からの食育を考える　－小児期からの食育支援－」
　昭和大学歯学部小児成育歯科学講座教授　　　　井上美津子先生

　2　．基調講演
「炭水化物の選択と健康　－小児齲蝕から肥満・糖尿病まで－」
　鶴見大学歯学部探索歯学講座教授　　　　　　　花田　信弘先生

　3　．リレー講演　～子どもたちの口腔の成長を支援する～
「乳歯の歯冠修復　－臨床の勘どころ－」
　鶴見大学歯学部小児歯科学講座講師　　　　　　井出　正道先生
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「子どもたちを健全な永久歯列に導く」
　医療法人歯愛会須貝歯科医院（川崎市）理事長　須貝　昭弘先生
「歯を守る齲蝕治療の最前線　－診療ガイドラインに則った齲蝕治療－」
　大阪大学歯学部歯科保存学教室教授　　　　　　林　美加子先生

　4　．歯科衛生士セミナー
「妊娠中の母親の現状と乳幼児期の子どもの特徴　－職種間の協働－（仮題）」

　5　．特別企画「若き研究者の集い」
－関東　9　歯科大学の若き研究者たちによるプレゼンテーション－

　6　．ポスター発表
�　一般演題発表
�　専門医・認定医更新用プレゼンテーション

　7　．商業展示
　8　．懇 親 会（昭和大学病院入院棟17階「タワーレストラン昭和」にて）

連 絡 先：日本小児歯科学会
第27回関東地方会大会準備委員会　委員長　関口　五郎
〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸1-1　セントラルプラザ　8　Ｆ

東京都立心身障害者口腔保健センター内
E-mail：jspd-kantoh27@ae.auone-net.jp

FAX：(03）3235-1144

※詳細は日本小児歯科学会 HP 内
　関東地方会案内 http://www.jspd.or.jp/contents/main/guide/kantou.html をご覧ください。

◆中部地方会

◎第31回中部地方会大会及び総会

会　　期：大会及び総会：平成24年11月25日（日）　9　：20～16：10（受付開始　9　：00）
懇親会：平成24年11月24日（土）18：30～

会　　場：大会及び総会：石川県立音楽堂邦楽ホール（JR 金沢駅隣接）
〒920-0856　石川県金沢市昭和町20-1

懇親会：ANA クラウンプラザホテル金沢（音楽堂隣接）
〒920-8518　石川県金沢市昭和町16-3

大会テーマ：「予見性あるリスクマネージメント」
大 会 長：近藤　政子
準備委員長：牛村　幸子
大会内容：�　特別講演　「小児歯科医事裁判からみた歯科医師の責任」

日本大学歯学部法医学教室教授　　　　　　　小室　歳信先生
�　教育講演Ⅰ「歯の萌出に対するリスクマネージメント」

－小児歯科医は歯の萌出にどのように関わっていくべきか－
昭和大学歯学部小児成育歯科学講座専任講師　島田　幸惠先生

�　教育講演Ⅱ「障がい児に学ぶ安心，安全な小児歯科治療」
愛知学院大学歯学部小児歯科学講座教授　　　福田　　理先生

�　一般展示発表
�　認定医，専門医資格更新用　展示発表
�　総　　会
�　商業展示
�　懇 親 会（懇親会にはご家族の方など学会員でない方の同伴も歓迎致します）
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事 務 局：　1　）事前参加登録・振込みに関する事務局
牛村歯科医院　牛村　幸子
〒921-8805　石川県野々市市稲荷2-51

TEL：076-248-2311　FAX：076-248-2811

E-mail:ushimurayu@yahoo.co.jp

　2　）展示発表，認定医・専門医更新発表に関する事務局
朝日大学歯学部口腔構造機能発育学講座小児歯科学分野　飯沼　光生
〒501-0296　岐阜県瑞穂市穂積1851

TEL：058-329-1130　FAX：058-329-1493

E-mail:iinuma@dent.asahiu.ac.jp

　3　）大会事務局（　1　），　2　）以外の問い合わせに関する事務局）
近藤クリニック歯科　近藤　政子
〒920-0203　石川県金沢市木越町ト9-1

TEL：076-237-2211　FAX：076-237-0508

E-mail:k-masako@ishikawa.med.or.jp

◆中四国地方会

第31回中四国地方会大会および総会

会　　期：平成24年11月　4　日（日）
会　　場：サンポートホール高松

〒760-0019　香川県高松市サンポート　2　番　1　号
大 会 長：井上　　悟
担当校代表：仲野　道代
準備委員長：平野　慶子
大会内容：　1　）特別講演：大嶋　　隆先生（大阪大学名誉教授）

「小児齲蝕の撲滅を目指して」
　2　）教育講演：

　1　．松村　達志先生（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科顎口腔再建外科学分野助教）
「日常に見かけやすい小児の外傷への対応について（仮題）」

　2　．太刀掛銘子先生（広島大学病院小児歯科助教）
「当院小児歯科における摂食・嚥下障害患児への取り組みについて（仮題）」

　3　．藤木　辰哉先生（ふじき矯正歯科クリニック院長）
「口腔機能を育てる MFT の応用（仮題）」

　3　）コ・デンタルセミナー
「視覚媒体を応用した子どもの接し方楽しく健康支援をするために（仮題）」

　4　）一般講演：口頭発表，展示発表
　5　）専門医・認定医更新展示発表
　6　）商業展示
　7　）総　　会

連 絡 先：第31回中四国地方会準備委員会事務局
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1

岡山大学院医歯薬学総合研究科　小児歯科学分野　平野　慶子
TEL：086-235-6717　FAX：086-235-6719

高松で行われます中四国

大会では、近畿地方会の

大嶋先生が特別講演を行

います。
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◆九州地方会

第30回九州地方会大会および総会

メインテーマ：『女（ひと）と男（ひと）ともに活（い）かす小児歯科』
会　　期：平成24年10月28日（日）　8　：30～16：00

会　　場：長崎大学医学部良順会館および記念講堂　託児所あり（無料）
〒852-8588　長崎市坂本町1-7-1

TEL：095-819-7674

大 会 長：行成　哲弘
準備委員長：高風亜由美
大会事務局：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・小児歯科学分野内（担当：日高　　聖（きよし））

〒852-8588　長崎市坂本171

TEL：095-819-7674　FAX：095-819-7676

大会内容：　1　）特別講演
「小児歯科臨床」は「接着」が「命」：“ウァーオ�子供の歯って真珠より綺麗”

細矢由美子先生
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・小児歯科学分野准教授
　小児歯科専門医指導医）

　2　）シンポジウム
「女性が語る小児歯科の魅力　－更なる可能性を探る－」
シンポジスト：

�野　博子先生
（東京都葛飾区　�野歯科クリニック院長、小児歯科専門医指導医）
馬場　篤子先生
（福岡歯科大学成長発達歯学講座成育小児歯科学分野講師
　小児歯科専門医指導医）
池田　靖子先生（長崎市　いけだ歯科医院副院長、小児歯科専門医）

　3　）教育講演　1　
「歯科医師としての食に係わる子育て支援　～　0　歳からの食育～」

四元　みか先生（鹿児島県鹿屋市　よつもと矯正歯科院長）
　4　）教育講演　2　

「スタッフとともにつくる未来型歯科医院のデザイン」
柿崎　陽介先生（宮崎市　矯正・小児ひまわり歯科院長）

　5　）コ・デンタルスタッフセミナー
「患者さん目線の「積極的接遇」のすすめ
　～こちらから，声にならない言葉を聴こう～」

鵜飼　昌子先生（接遇マナー講師・メディカル接遇コンサルタント）
　6　）一般講演：展示発表
　7　）認定医・専門医資格更新のための展示発表
　8　）懇 親 会

会場：寶来軒別館（学会会場より西へ400m徒歩　5　分，長崎原爆資料館前）
〒852-8117　長崎市平野町5-23

TEL：095-846-2277
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《日本小児歯科学会近畿地方会》

平成24・25年度役員名簿

会　長　　樂木　正実　　　　　　

副会長　　佐伯　克彦　・　仲野　和彦　　　　

会　計　　野村　良太　　　　　　

庶　務　　岡本　篤剛　・　春木　隆伸　　　　

監　事　　野々村栄二　・　松尾　博之　　　　

顧　問　　大嶋　　隆　・　梶本祐一郎　・　嘉藤　幹夫　　

嘉ノ海龍三　・　大東　道治　・　中村　弘之　　

幹　事　　吾妻　昭夫　・　有田　憲司　・　池尾元三朗　・　池本　博之

石井　信行　・　大西　智之　・　大橋　健治　・　大原　　裕

大道　士郎　・　金尾　好章　・　金澤　真亨　・　亀井有太郎

川口　　護　・　桑原　康生　・　笹井　浩司　・　佐々木秀和

副島　之彦　・　曽根由美子　・　園本　美惠　・　田岡　郁敏

竹内　幸雄　・　徳永順一郎　・　中川　佳昭　・　中原　弘美

永井るみこ　・　林　　昌司　・　人見　晃司　・　人見さよ子

米澤　元雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

＊今回、会報発行にお手伝い頂いた方々＊

有田　憲司先生・樂木　正実先生

野村　良太先生・岡本　篤剛先生

中村由貴子先生・田辺健一郎先生

長谷川紘子先生・春木　�伸

＜お知らせ＞

　住所、氏名変更は地方会事務局では取り扱ってお

りません。

　必ず口腔保健協会（〒170-0003　東京都豊島区駒

込1－43－9　TEL：03-3947-8981㈹）へお願いしま

す。

平成24年　9　月25日　印刷

平成24年　9　月25日　発行

発行者　一般社団法人　日本小児歯科学会近畿地方会

会報編集委員会

発行所　日本小児歯科学会近畿地方会

印刷所　日昌印刷（株）

日本小児歯科学会近畿地方会 HP

http://square.umin.ac.jp/jspd/

●編集後記
　今回、障害児を診療しているセンターと病院歯科の一覧を掲載させていただきました。小児歯科医として
障害をお持ちの子どもたちに歯科治療を行なっておりますが、どうしても行き詰まった時に、相談できるセ
ンターや病院歯科があってこそ、開業医の力が発揮できるものと思っています。ご活用いただければ幸いで
す。（は）
　今まで多くの学会に参加していた私にとって、学会を開催するには沢山の方々の苦労がその裏にあるなん
てことは、全く知る由もありませんでした。　1　年半前の春の幹事会で、近畿地方会大会を任されました。実
行委員の先生方と準備を行なっていく上で、学会の運営が如何に多くの方々のおかげで開催されているもの
だと、遅ればせながら初めて気付きました。それは、単に実行委員の力だけではありません。ホールのスタッ
フや管理者、明石市や観光協会の方々、企業や印刷所の方々、歯科医師会や学会事務局、そして経験豊かな
今までお世話なった先生方、多くの方々のお力のお陰で、なんとか開催できそうです。「未来に向かって」と
小児歯科、子どもたちの明るい未来を創造するために役立てられたらと思っております。（た）


